川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内

2015年6月号(受入日：2015/4/1〜2015/5/31)
川崎市立図書館では、川崎市域および近隣の地域に関する資料(地図や写真などを含め）を、幅広く 収集・保存につと
めています。お手元に川崎関係の資料をお持ちでしたら、ぜひ図書館への寄贈をお願いします。
※地域資料は、複数入手できた資料については、貸出用もご用意しておりますが、希少な資料については図書館内での閲覧のみの
ご利用をお願いしています。 （貸出用がない資料のタイトルの頭に★がついています。）

〜新着図書のご紹介〜
『いっしょに歩けばだいじょうぶ

だいＪＯＢセンター
川崎市生活自立・仕事相談センターの実践』

川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室／編著
生活保護に至る前の段階で、困窮する人の相談に乗り、自立を支援する。
それを目的に今年４月に施行された「生活困窮者自立支援法」に先駆け、川崎市は
「川崎市生活自立・仕事相談センター（愛称・だいＪＯＢセンター）を開設しました。
失業、病気、長期の無職や住居不安定･･･困窮の理由は人それぞれです。センター
では、就労、家計・生活相談、精神保健等のエキスパート相談員を配置。
彼ら相談員の支援を受けながら、幾重にも絡まった困窮の原因を解決し、生活を立
て直した実例がわかりやすい文章で解説されています。漫画家・柏木ハルコの表紙を
はじめ、イラストやマンガを活用した手に取りやすいデザインも魅力です。

『津波ハザードマップ 保存版』
『津波避難施設マップ −海抜表示図− 保存版』
川崎市総務局危機管理室／［編集］
津波が来たとき、近所のどこに逃げればいいのか、ご存知ですか？
このハザードマップでは、津波浸水予測を市内地図に表示しています。
家や職場、学校のそばの避難施設はどこなのか、どんな避難経路をたどれば安
全か、日頃から家庭や職場で話し合い、備えておきましょう。災害時の地域の助け
合い、情報収集方法等についても記載されています。
『津波避難施設マップ』は、折りたたむと15×11ｃｍになるコンパクトサイズ。
避難施設と避難場所の一覧も付いています。

タイトル

著者表示

出版者

出版年

請求記号

図書館・博物館・逐次刊行物・宗教
ひろば ｖｏｌ．７３
（市民グラフかわさき「ひろば」）
Ｋａｗａｓａｋｉ１００ ２０２４年、川崎市１００周年の
ミライを創る
多摩のあゆみ 第１５８号
特集−宝永の富士山大噴火

かわさきのミュージアム
−川崎市域博物館等連絡会会報−
２０１５−１６年版

川崎市市民・こども局市
民生活部広報課／編

川崎市

たましん歴史・美術館歴
史資料室／編集

たましん地域文
2015.5 K 051.9 ﾀﾏ 158
化財団

川崎市域博物館等連絡
会／編

川崎市域博物
館等連絡会
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2015.4 K 051.1 ﾋﾛ 73

2015.3 K 069.1 ｶﾜ 15

歴史・地理
★風刺漫画に見る明治（民権ブックス ２８）

町田市立自由民権資料
館／編

町田市教育委
員会

★神奈川県人物・人材情報リスト ２０１５第１巻

日外アソシエーツ株式会 日外アソシエー
社／編集
ツ（制作）

2014.1 K 281.0 ｶﾅ 15-1

★神奈川県人物・人材情報リスト ２０１５第２巻

日外アソシエーツ株式会 日外アソシエー
社／編集
ツ（制作）

2014.1 K 281.0 ｶﾅ 15-2

★神奈川県人物・人材情報リスト ２０１５第３巻

日外アソシエーツ株式会 日外アソシエー
社／編集
ツ（制作）

2014.1 K 281.0 ｶﾅ 15-3

★神奈川県人物・人材情報リスト ２０１５第４巻

日外アソシエーツ株式会 日外アソシエー
社／編集
ツ（制作）

2014.1 K 281.0 ｶﾅ 15-4

★神奈川県人物・人材情報リスト ２０１５第５巻

日外アソシエーツ株式会 日外アソシエー
社／編集
ツ（制作）

2014.1 K 281.0 ｶﾅ 15-5

2015.3 K 216.9 ﾌｳ

麻生区ガイドマップ ２０１５年

川崎市麻生区
役所

2015.3 K 291.1 ｱｻ 15

中原区ガイドマップ 〔２０１５〕

川崎市中原区役
所地域振興課

2015.3 K 291.1 ﾅｶ 15

吉田 由美／編集
ピークス／編集

国連社

2015.4 K 291.1 ﾏﾏ 9

専修大学社会科学研究
所／編集

専修大学社会
科学研究所

2015.3 K 305.1 ｾﾝ 49

川崎市議会／編

川崎市議会

2015.3 K 314.1 ｶﾜ 15-1

川崎市議会／編

川崎市議会

2015.5 K 314.1 ｶﾜ 15-2

川崎市総務局行財政改
革室／編

川崎市

2015.3 K 315.1 ｺﾝ

川崎市総合企画
局自治政策部

2015.3 K 315.1 ﾒﾃﾞ

★ママとＫｉｄｓの街歩き
−街を親子で楽しむ情報誌−
２０１５年４月号 Ｖｏｌ．９ 武蔵小杉

行政・統計・福祉
★専修大学社会科学研究所社会科学年報
第４９号（２０１５）

川崎市議会会議録 平成２７年（２０１５年）
第１回 定例会 平成２７年２月１３日開会
平成２７年３月１８日閉会

川崎市議会臨時会議案
−平成２７年５月２５日提出−
平成２７年（２０１５年） 第２回 臨時会
議案第８５号

今後の事務・サービス等のあり方
メディアを活用した効果的な広報戦略
（政策課題研究報告書 平成２６年度）

川崎市外国人市民意識実態調査報告書
平成２６（２０１４）年度

川崎市外国人市民代表者会議年次報告
２０１４年度

多摩区区民意識アンケート調査
平成２６年度 概要版

川崎区区民会議中間報告書 第５期

川崎市市民・こども局人権・
川崎市
男女共同参画室／編集

川崎市外国人市民代表
者会議／編集

川崎市市民・こど
も局人権・男女共 2015.3 K 316.1 ｶﾜ 14
同参画室

川崎市多摩区役所まちづ 川崎市多摩区
くり推進部企画課／編
役所
川崎区役所まちづくり推
進部企画課／編
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2015.3 K 316.1 ｶﾜ 14

川崎市川崎区
役所まちづくり
推進部企画課

2015.3 K 317.1 ﾀﾏ 14

2015.3 K 318.1 ｶﾜ 5

★中原区区民会議中間報告書

中原区区民会議事務局
／編集

中原区区民会議

2015.3 K 318.1 ﾅｶ 5

かいぎしょ ２０１５年５月 Ｎｏ．６６７

川崎商工会議所／編

川崎商工会議所

2015.5 K 330.1 ｶｲ 667

★かながわ経済情報 ２０１５年５月号

浜銀総合研究所／［編
集］

浜銀総合研究所

2015.5 K 332.0 ｶﾅ 15-5

川崎市総合企画局都市
経営部統計情報課／編

川崎市

2015.3 K 351.1 ｶﾜ 14

川崎市総合企画局都市
経営部統計情報課／編
集

川崎市

2015.4 K 358.1 ｶﾜ 15-3

川崎市経済労働局労働
雇用部／編

川崎市経済労働
局労働雇用部

2015.3 K 366.1 ｶﾜ 14

川崎市市民・こども局人 川崎市市民・こ
権・男女共同参画室／編 ども局人権・男
集
女共同参画室

2015.2 K 367.1 ﾀﾞｲ 13

（平成２６年度） 第５期

川崎市統計書
平成２６年（２０１４年）版 第５７回

川崎市町丁別世帯数・人口
−住民基本台帳人口による−
平成２７年３月末日現在
（統計情報 ２０１５ 第１号）

川崎市労働白書
平成２６年度版（２０１４年度版）

第２期川崎市男女平等推進行動計画
―かわさき☆かがやきプラン― 年次報告書
第６期川崎市男女平等推進審議会
ヒアリング結果報告書

神奈川県における関東大震災の慰霊碑・記念 武村雅之／著
都築充雄／著
碑・遺構
虎谷健司／著
−その２ 県西部編（熱海・伊東も含む）−
いっしょに歩けばだいじょうぶ
だいＪＯＢセンター
川崎市生活自立・仕事相談センターの実践

かわさきいきいき長寿プラン

名古屋大学減
災連携研究セン 2015.3 K 369.0 ｶﾅ 2
ター

川崎市健康福
川崎市健康福祉局生活
祉局生活保護・ 2015.3 K 369.1 ｲﾂ
保護・自立支援室／編著
自立支援室
川崎市健康福祉局長寿
社会部／編

川崎市健康福
祉局長寿社会
部

2015.3 K 369.1 ｶﾜ

川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン
一生住み続けたい最幸のまち・川崎をめざして

川崎市健康福祉局地域
包括ケア推進室／編集

川崎市健康福
祉局地域包括
ケア推進室

2015.3 K 369.1 ｶﾜ

かわさきノーマライゼーションプラン

川崎市健康福祉局障害
保健福祉部障害計画課
／編集

川崎市健康福
祉局障害保健
福祉部障害計
画課

2015.3 K 369.1 ｶﾜ

−川崎市高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画−
第６期（平成２７年度〜平成２９年度）

−まちで暮らそう２１世紀−
第４次 障害者計画 （平成２７年度〜３２年度）・
障害福祉計画（平成２７年度〜２９年度）

川崎市子どもの権利に関する実態・意識調査
川崎市子どもの権利委員
報告書
川崎市
会／調査実施機関

2015.3 K 369.1 ｶﾜ 15

−平成２７（２０１５）年３月−第５回

川崎市市民・こども局子ども
本部子育て施策部子ども・
川崎市
子育て支援新制度準備担当
／編集

2015.3 K 369.1 ｺﾄﾞ

「第３次川崎市子どもの権利に関する行動計
画」の評価について

川崎市市民・こども局人権・
川崎市
男女共同参画室／編集

2015.3 K 369.1 ﾀﾞｲ

津波避難施設マップ

川崎市総務局危機管理
室／［編集］

川崎市総務局
危機管理室

2015.3 K 369.1 ﾂﾅ

川崎市総務局危機管理
室／［編集］

川崎市総務局
危機管理室

2015.3 K 369.1 ﾂﾅ 15

子どもの未来応援プラン
−川崎市子ども・子育て支援事業計画
平成２７年度〜平成３１年度−

−海抜表示図−保存版

津波ハザードマップ 保存版
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教育・民俗
★研究と評論 第８０号

法政大学第二中・高等学 法政大学第二
校研究委員会／編
中・高等学校

2015.3 K 370.1 ｹﾝ 80

川崎市健康福祉局／編

川崎市健康福
祉局

2015.3 K 498.1 ｶﾜ 13

川崎市経済労働局消費
者行政センター／編集
川崎市食の安全確保対
策協議会／協力

川崎市経済労
働局消費者行
政センター

2015.3 K 498.1 ｼﾖ 15

川崎市総合企画局都市
経営部統計情報課／編

川崎市

2015.3 K 505.1 ｶﾜ 13

川崎市立小学校社会科教
育研究会／編
川崎市環境局／企画
川崎市教育委員会／企画

川崎市

2015.4 K 518.1 ｸﾗ 15

川崎市環境総
合研究所／編
集

2014.1 K 519.1 ｶﾜ 2

自然科学・医療
川崎市健康福祉年報 平成２５年度
食生活と安全
−みんなで考えよう食環境−
平成２７年（２０１５年）

環境・産業
川崎市の工業
−工業統計調査結果−
平成２５年（２０１４統計情報 第１２号）
平成２５年工業統計調査結果

くらしとごみ 平成２７年度版 改訂３６版

川崎市環境総合研究所年報
第２号（川崎市公害研究所年報 通巻第４１号）

川崎市の大気環境 Ｎｏ．５３ ２０１３年度

川崎市環境総合研究所 地
川崎市
域環境・公害監視課／編

この街のアスベスト被害を忘れない伝えたい−

2015.3 K 519.1 ｶﾜ 53

旧朝日石綿住
民被害者の会

2015.4 K 519.9 ｺﾉ

枻出版社

2015.4 K 590.1 ﾃﾞﾝ 55

川崎市中央卸売
市場北部市場

2015.3 K 675.1 ｶﾜ 14-1

川崎市中央卸売
市場北部市場

2015.3 K 675.1 ｶﾜ 14-2

川崎市山岳協会／編

川崎市山岳協会

2015.2 K 786.1 ﾛｸ

中原短歌会／［編集］

中原短歌会

2015.3 K 911.1 ﾅｶ 23

朝日石綿（横浜市鶴見区）周辺住民アスベスト被害
者の記録−

田園都市生活
−東急沿線のライフスタイルマガジン−
ｖｏｌ．５５（エイムック ３０５１）
たまプラーザ・ベストグルメ

川崎市卸売市場年報 １
−青果部・花き部−平成２６年

川崎市卸売市場年報 ２
−水産物部−平成２６年

芸術・スポーツ・文学
６０周年記念誌
−川崎市山岳協会創立６０周年記念誌−

★年刊歌集 ２０１５年（第２３集）

編集発行／川崎市立図書館

発行／2015年6月

問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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